
弁理士ジョージの相談室

「はっぴょん」は弁理士制度100周年に当たる1999年に誕生しました。？マークが帽子をかぶっているようで面白いでしょう。
「はっぴょん」の名前の由来は『アイデアが「はっ」と湧いたら「ぴょん」と弁理士に相談してね』です。はっぴょんは、私たちの
生活に関わる知的財産についてわかりやすく教えてくれます。

日本弁理士会マスコットキャラクター“はっぴょん”

https://www.jpaa.or.jp
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４月１日から改正意匠法が施行されます！

※(4)(5)(9)は、改正意匠法の公布の日（2019年5月17日）から2年を
　超えない範囲であって政令で定める日から施行される予定です。

詳しくは、こちら▶

特許庁からのお知らせ

「意匠」の定義に、「画像」及び「建築物」が加わります。また、複数
の物品等から構成される「内装」も意匠登録が可能になります。

(1) 保護対象の拡充

関連意匠の出願可能期間が、「本意匠（基礎意匠）の出願日から10年を経過する日前ま
で」に延長されます。また、「関連意匠に類似する意匠」についても登録可能になります。

(2) 関連意匠制度の拡充

(3) 意匠権の存続期間の変更　(4) 複数意匠一括出願の導入
(5) 物品区分の扱いの見直し　(6) 創作非容易性の水準の明確化
(7) 組物の部分意匠の導入　(8) 間接侵害規定の拡充
(9) 手続救済規定の拡充　(10) 損害賠償額算定方法の見直し

　日本弁理士会は、高校、高等専門学校および大学等
の学生が知的財産権制度の理解を深めることを目的
として、「パテントコンテスト」および「デザインパテント
コンテスト」を文部科学省、特許庁、(独行)工業所有権
情報・研修館(INPIT)と共催しています｡
　本コンテストでは、高校、高等専門学校および大学
等の学生から発明（アイデア）または意匠（デザイン）に
係る作品を応募いただき、優秀な作品（出願支援対象
作品）を表彰します。出願支援対象作品の応募者は、指
導弁理士のサポートにより、実際に特許庁に出願する
ことで、権利取得までの手続を実体験できます。なお、
特許庁に支払う出願料等の費用や弁理士の指導料については主催者(日本弁理士会)
が負担します。
　２０１９年度は、パテントコンテストで７２４作品、デザインパテントコンテストで６５１作
品の応募がありました。そのうち、それぞれ３０作品が支援対象に選ばれています。
　２０２０年度もパテントコンテストおよびデザインパテントコンテストを開催します。 
ご興味のある方は、本コンテストのホームページにアクセスし、募集要項等をご覧
ください。
【URL】  https://www.inpit.go.jp/jinzai/contest/index.html
　なお、日本弁理士会では、学校からのお申し込みにより、本コンテスト向けの事前
セミナーも開催しておりますので、お問い合わせください。
【URL】  https://www.jpaa.or.jp/activity/teaching/patent-contest/

～イノベーション・ブランド構築に資するデザインの保護～
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「PATENT ATTORNEY」は
「弁理士」のことです。

　

「スカイベリー」「いちご王国」栃木県が誇る
大粒イチゴを守る育成者権と商標

ヒット商品を支えた知的財産権
【ヒット商品はこうして生まれた！】

弁理士ジョージの相談室
漫画「なすびくんのお仕事」
特許庁からのお知らせ
JPAA Information

シリーズ特産品（伊賀焼）
知っておきたい！ この技術
ドライブレコーダー
知財ＴＯＹＢＯＸ

先生、お久しぶりです。早速ですが、いくつか新しいアイデアを思い付きましたので、特
許出願をしたいと考えています。特許権を取得して権利を維持するのには結構お金がか
かると聞いています。うちは小さな会社でして、あまり資金的な余裕がありません。でき
るだけ費用を抑えたいのですが、何か良い方法はありませんか？

うちの会社は食品包装用の機械メーカーですが、対象になりますか？

従業員は２０名程度で、大企業との資本関係はありません。

それは大変ありがたい。減免制度を利用するために弊社で準備する書類はありますか？

そうですか。では減免制度の利用を前提に特許出願したいと思います。

以前は、要件を満たすことを証明する証明書や確定申告書の一部を提出する必要がありま
したが、２０１９年４月１日以降に審査請求をする出願については、手続きが簡素化されてこれ
らの書類を提出する必要がなくなりました。ですので、特にご準備頂く書類はありません。

減免制度というものがあります。これは、中小企業や個人、大学等を対象に、出願審査請
求料や特許料を減免する制度です。利用するためには幾つかの要件を満たしている必要
があり、要件は業種によっても異なります。

製造業ですと、常時使用する従業員数が３００人以下または資本金額が３億円以下であるこ
とが要件となります。また、大企業に支配されていないことも要件です。

減免制度を利用できそうですね。減免制度が適用されると、御社の場合には審査請求料
と第１年分から第１０年分までの特許料がそれぞれ１／２に軽減されます。

画 像 建築物 内 装

JPAA Information
「パテントコンテスト」および

「デザインパテントコンテスト」のご紹介
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スカイベリー ［商標登録］ 第5519463号ほか

第21話：「ストローラ」(折り畳み式ベビーカー)

このコーナーに掲載御希望の方は、「特産品」のプロフィール・連絡先を右記までお送りください。 panf@jpaa.or.jpMail03-3519-2706Fax

　子育てを経験した人のほとんどが、お世話になったであろう器具にストローラがあります。このスト
ローラは1965年に英国で発明され、翌年、英国特許1154362号として特許されました。ストローラはリ
ンク機構により、使用しないときはコンパクトに折り畳んで持ち運ぶことができます。それ以前のベビー
カーは手押し車式で、当時、これを押して外出する母親やベビーシッターの行動範囲は大変限られ
ましたから、販売を開始すると、またたく間に彼女たちの好評を博しました。発明者はオーウェン・マク
ラーレン。彼は退役した英国空軍のテストパイロットで、スピットファイア戦闘機の主脚の開発にもかか
わった人物でした。ストローラが飛行機の脚の折り畳み構造をヒントに開発されたというのは、とても
興味深い話です。 (弁理士 中川裕幸)

「いちご王国」栃木県が誇る
大粒イチゴを守る育成者権と商標
　50年連続でイチゴ生産量国内一位を誇っ

ている栃木県は、「いちご王国」として県農業

試験場いちご研究所で開発した新品種の知

財戦略に力を入れている。植物の知的財産

権には、種苗法によって果樹などを含む栽培

植物の新品種を登録した開発者に付与され

る育成者権がある。これは工業製品における

特許に相当するものだ。育成者権の存続期

間は25年間(樹木は30年間)である。1998年

の種苗法改正で育成者権が強化された背

景には、日本の優れた品種が海外に持ち出さ

れ、収穫物が国際市場に流通する事例が多

発したことがある。このほか、新品種の優位

性を守るためには、権利の継続ができる商標

の活用も盛んになっている。

　栃木県は主要農産物であるイチゴの品種

改良に長年取り組んできた。昭和時代の代

表的な品種だった「女峰」も同県が開発した

ものだ。1989年に福岡県に奪われたイチゴ販

売額日本一位の座を奪還したのが「とちおと

め」だった。その後、全国のイチゴ生産地が

打倒とちおとめに燃え、次々に大粒のイチゴ

を開発していわば戦国状態となった。そうした

中で同研究所が開発した「スカイベリー」は、

一般的なイチゴの2倍近い大きさでずしりと重

く、美しい円錐の形状をしている。

　2012年に商標登録したスカイベリーの登

録品種名は「栃木i27号」。商標法では、登録

品種名での商標登録はできない。スカイベ

リーは育成者権により、栃木県内の生産者に

のみ栽培が認められている。スカイベリーの

生産者、出荷量などは年々増加し、当初の目

標を大きく上回っている。

　同研究所の企画調査担当特別研究員の

岩崎慎也さんは「常に従来品種を超えるた

めに、さまざまな取り組みをしています」とい

う。スカイベリー開発に際しては、大粒で傷み

にくい硬さがあり、色や形などの見た目や香り

の良さ、糖度と適度な酸味、収量性、耐病性

を備えたものを目指した。一般的に植物の品

種改良は、求める性質をもつ既存の品種を

交配して、有望な株を選出していく。イチゴの

場合も最初に何十パターンもの交配で得た

種子から毎年約1万株を育て、実ったイチゴ

から味や見栄えなどの良いものを選ぶ。同研

究所の研究員は食べごろになった大量のイ

チゴを毎日かじり続けるそうだ。そうして選抜

された苗を育て、数年をかけ、収量性・耐病虫

性・大きさ・色・形などが調査され、最終的に品

種登録する株が選ばれる。イチゴの新品種

開発には10年前後かかるが、スカイベリーは

同研究所に蓄積された知見をもとに、本格的

な開発から5年という短期間で品種登録に

至っている。

　商標登録に向けては、消費者に新品種を

アピールするブランド戦略の一環として名称

を公募し、全国から四千件を超す応募が

あった。スカイベリーに続いて、2019年に商

標登録した白いイチゴ「ミルキーベリー」(登

録品種名「栃木iW1号」)でも、名称の公募

を実施した。栃木県は、知財によって開発品

種の優位性とイチゴ生産量トップの地位を

守っていく。

　

　三重県北西部の伊賀地方で焼かれている

「伊賀焼」の起源は中世の時代で、その後、

茶の湯が盛んとなった桃山時代には、豪放で

力強く破格な美意識を持った茶陶の水指、花

入が焼かれるようになりました。この時代の伊

賀焼は、古伊賀と呼ば

れ、器壁にはヘラ工具を

使用した波状の文様、

格子状の押し型文様の

他、ゆがみ、緑色のビー

ドロ、灰かぶり、焦げ、鉄

釉を垂らすといった意

匠が見られ作為性の強い作品となっていま

す。作家の川端康成は、ノーベル賞受賞の記

念講演「美しい日本の私」のなかで、わび・さ

びといった日本文化を代表する焼き物として

古伊賀を採りあげ絶賛しています。

　現在の伊賀焼は、色、形など、個性的で料

理をより美味しく見せる心遣いに満ちていま

す。「器は偉そうに表に出るものじゃないから

ね」っと、ちょっと恥ずかしそうに言いながら、

窯元の人たちは、使う人の立場に立って、今

も器を作り続けています。

　毎年9月には「伊賀陶磁器まつり」が開催さ

れ、約40程の窯元、陶芸作家達が一堂に集

まり、対面販売を行なっています。和気あいあ

いとした雰囲気が場内を包み、伊賀焼を楽し

むことができます。「伊賀焼伝統産業会館」で

は、種々の伊賀焼が展示・販売され、伊賀焼

の作陶体験もすることができます。

　伊賀地方は、伊賀焼の他、伊賀くみひも

（商標登録第5102842号）、伊賀忍者、松尾

芭蕉の生まれ故郷としても有名です。伊賀市

中心部には、伊賀上野城、伊賀流忍者博物

館、俳聖殿等があり、観光も楽しめます。伊賀

地方は、豆腐田楽、伊賀牛等の食べ物も美

味しく、観光と共に、伊賀焼を器にして美食を

堪能しては如何でしょうか。

　自動車に取り付けて走行中の動画を記録する

ドライブレコーダーは、基本的にカメラと録画装置

で構成されている。時刻や位置のデータはGPS

受信機能で取得される。走行中の映像は一定

時間ごとにファイルに記録され、古いファイルから

上書きされる。事故や急停止といったことで生じ

る車両への衝撃は加速度（G）センサーによって

検知し、その前後数十秒間の映像が、自動的に

SDカードなどの記録媒体に保存される仕組みに

なっている。その性能はデジタル技術の進化に伴

い年々向上し、小型化・軽量化も図られている。

　事故などの検証に録画記録が採用されるよ

うになり、カメラは広い視野をもつ広角レンズの

採用、高解像度などに優れたCMOSセンサー

搭載が進んでいる。またトンネル出口での白飛び

などを抑えるWDR、HDRという画像補正機能

を、近年の機種の多くは備えている。画質では

200万画素以上のフルHD対応の製品が増え

た。初期の製品でみられた、デジタル信号機の

点灯が確認できないことがあるという問題は、フ

レームレート（1秒間に撮影できるコマ数）を変更

して、東日本と西日本で異なる電力周波数に対

応するなど、改善されている。
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伊　賀　焼
地域団体商標登録：第5433118号

シ リ ー ズ
J A P A N  特産品

スカイベリーと500円玉（ほぼ原寸）


